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「診断に基づく小麦･大麦の栽培改善技術導入支援マニュアル」の基本構成

収量の上がらない小麦･大麦の生育や圃場の様子の事例写真

播種・出芽・苗立ち期 生育初期～茎伸長期 出穂期～登熟期

漏水と湧水対策
作土層水位の測定による

ほ場の排水性の良否の診断

表面排水の促進のための
適切な明渠施工

地下水位が高い圃場での
暗渠施工

不透水層がある場合の
耕盤・心土破砕と深耕

作土層水位が下がらない
ときの畦立て栽培

Ⅱ．土壌の圧密化・枯れ熟れ

Ⅲ．土壌の化学性

Ⅳ．雑草害

Ⅴ．病虫害

Ⅰ．排水不良（湿害）

土の硬さ・締まり具合の診断

耕盤・心土破砕 深耕 有機物の投入

処方箋にしたがった
施肥設計

可給態窒素不足条件での
追肥重点型施肥

土壌分析（依頼分析）

生態型ごとの適切な防除体系

写真と見比べての代表的な雑草種の類型化

マニュアル本体部分

対策技術の事例集

排水不良 土の圧密化 土壌の化学性 雑草

サブソイラー

カットドレーン

チゼル深耕 緑肥・堆肥

カリ増施畝立て播種栽培

除草剤体系処理

追肥重点型施肥
事前浅耕

＋不耕起播種

実態調査の解析
結果の解説

コラム

各県でまとめたマ
ニュアルや大豆課題
でまとめたマニュア
ルの紹介



１．収量の上がらない小麦･大麦の生育やほ場の様子の事例写真

 生育時期別に①播種・出芽・苗立ち期，②生育初期～茎伸長期，③出穂期～成熟期に分けて，

小麦・大麦があまり穫れないほ場でよく見られる代表的なほ場や作物体の状態の写真を例示

しています．

 ほ場の状態と見比べたり，前回麦を作付けしたときの様子を思い出してみて，気になる点が

あれば，マニュアル本体部分の関連するページ番号を示しているので，マニュアルのどこか

ら読み進めれば良いかが分かる目次代わりにもなります． 15



２．マニュアルの本体部分

マニュアル本体部分のフローチャートは，Ⅰ．ほ場の排水性，Ⅱ．土の硬さや締まり具合，
Ⅲ．土の栄養状態，Ⅳ．雑草，Ⅴ．病虫害の順に構成されています．フローチャートの設問
に答えていくことで，それぞれのほ場で麦の多収を阻害している要因が何かを判定でき，さ

らにその解決のために導入すべき適切な対策技術についての情報を得ることができます．
フローチャートの設問は，外観から判定できるものの他，簡単な測定が必要になるものもあ

りますが，この場合の測定方法についても記載しています．

小麦･大麦の最も重要な多収阻害要因である「ほ場の排水性」については，

さらに詳細に以下の流れで診断，対策技術の紹介を進めます．

漏水と
湧水対策

作土層水位の測定による
ほ場の排水性の良否の診断

表面排水の促進のための
適切な明渠施工

地下水位が高い圃場での
暗渠施工

不透水層がある場合の
耕盤・心土破砕と深耕

作土層水位が下がらないときの
畦立て栽培

「追肥重点型施肥」等の
施肥法の見直しによる収量性の改善

Ⅲ．土壌の化学性Ⅱ．土壌の圧密化 Ⅳ．雑草 Ⅴ．病虫害

Ⅰ．ほ場の排水性
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麦類の低収要因 Ⅰ． 排水不良・・・湿害

冠水による出芽・生育不良
→ 株数・生育量不足

根の機能不全による早期の
枯れ上がり → 子実の充実不足

根の機能不全による

養分吸収不足での葉の黄化
→ 穂数・1穂粒数不足

播種時の水分過多による
土の練り返し → 出芽不良

砕土不足にともなう土壌処理
除草剤の効果の低下

→ 雑草多発

播種時の水分過多による砕土不足
→ 出芽不良

排水不良は湿害の原因になるだけでなく、播種，追肥，防除などの
栽培管理作業を適期に実施することを困難にする。 17



漏水と湧水対策Ⅰ．ほ場の排水性

畦塗り･遮水シート 用水路の補修

漏水側に深めの明渠の設置して，排水路につなぐ

ブロックローテーションが望ましい

隣接水田からあり

まずは，湧水，漏水等の水の浸入の防止から

山際からあり 用水路からあり

な
し

これらの対策が
困難な場合

土木工事による
湧水処理枡の施工

ほ場内にスポット的
な湧水がある

Q１．山際，隣接の水田や用水路からの漏水・湧水はありますか？

Q2．雨が降って １～２日後に圃場面に水たまりはありますか？

マニュアルの本体部分のフローチャート ①

 圃場の排水性の診断の前に、まず雨以外の水の流入の有無を確認します。

 流入水や湧き水がある場合に必要な対策を示しています。
18



表面滞水Ⅰ．ほ場の排水性

マニュアルの本体部分のフローチャート ②

 降水2～3日後に圃場面の10%以上で滞水している場合は，

収量が大きく低下する．

 少なくとも降雨2日前後で表面滞水が解消しない圃場では十

分な排水対策が必要。

Q2．雨が降って １～２日後に，ほ場面に水たまりはありますか？

排水性に問題があります
【湿害危険度：大】

はい

いいえ

Q3

表 表面滞水の程度がオオムギの収量に及ぼす影響

収量分級値の色分け

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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【オオムギ：降雨２～３日後】
なし 1～10％ 11～50％ 51～90％ 91～100％

（単位： kg/10a）
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作土層内の滞水Ⅰ．ほ場の排水性

マニュアルの本体部分のフローチャート ③

 ほ場内でも場所によってばらつきがあるので，複
数箇所（3箇所以上）で測定する方が確実です．

表 表面滞水の程度がコムギ･オオムギの収量に及ぼす影響

（単位： kg/10a）

Q3．ほ場表面に水たまりがなくても，作土層に水が溜まっていることがあります．
『作土層水位測定穴』を掘って，雨が1日で30mmくらい以上降ったあとの水の溜

まり方を確認してみましょう．

雨のあと2日間で20cm

の作土層水位測定穴の

滞水が解消しないと，

小麦で500kg/10a，

大麦で450kg/10aの

目標収量の達成は難し

い．

【麦類の多収阻害要因実態

調査結果より】

穴の深さは15～20cmくらい

（耕深より1～2cm深く）。

作土層水位測定穴

スコップでも掘ることができますが，市
販の穴掘り器や専用のオーガーがあ
ると，設問５の50～60cmくらいの深さ
の穴も容易に掘ることができます．

麦の根の多くが張っている作土層の水はけが悪いと，
養分吸収や生育が悪くなるので，雨の後，速やかに作
土層の水位が下がる＝作土層の滞水が解消するような

ほ場作りが必要です．
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作土層内の滞水Ⅰ．ほ場の排水性

マニュアルの本体部分のフローチャート ③
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Q3．ほ場表面に水たまりがなくても，作土層に水が溜まっていることがあります．
『作土層水位測定穴』を掘って，雨が1日で30mmくらい以上降ったあとの水の溜

まり方を確認してみましょう．

ほ場の排水性は比較的良好です
【湿害危険度：小】

排水性不良以外の多収阻害要因

が疑われます．

半日～１日後くらいまで
に滞水なし

まずは，表面排水の向上を図りましょう．

２～３日後までには滞水なし ２～３日後でも滞水あり

排水性にやや問題があります
【湿害危険度：中】

排水性に問題があります

【湿害危険度：大】

Ⅱ 土の硬さと絞まり具合（圧密度）
についてチェックしてみましょう

Q４．ほ場に額縁明渠（周囲明渠）は掘ってあり
ますか？



Q４．ほ場に額縁明渠（周囲明渠）は掘ってありますか？

左のチェック項

目を確認しなが

ら排水能力の高

い額縁明渠を掘

りましょう．

念のため明渠を再チェックしてみます
① 明渠の深さは十分深いか？

最低20cm，できれば30cm．耕深より深く．

② 明渠が排水口と確実につながっているか？
途中に水が溜まっていないか?

問題あり

はい いいえ

角が浅い

排水口 逆勾配になっている

排水口が
明渠より浅い

崩れて明渠が埋まっている

溝の掘りはじめが浅くなっている

明渠と排水口がつながって
いない
堰板が取り付けられたまま

表面排水対策だけで

は不十分なので，下

方への排水を促進す

る必要があります．

そのために，まず地

下水位を確認してみ

ます．

Q5．地下水位

問題なし

排水性がまだ十分

には改善しない

明渠の施工Ⅰ．ほ場の排水性マニュアルの本体部分のフローチャート ④

③ 排水口が明渠の底より

十分深い位置にあるか？

22



Ⅱ 土の硬さと絞まり具合（圧密度）についてチェックしてみましょう

明渠の施工Ⅰ．ほ場の排水性マニュアルの本体部分のフローチャート ④
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Q４．ほ場に額縁明渠（周囲明渠）は掘ってありますか？

左のチェック項目を確認しながら排水能力の高い額縁明
渠を掘りましょう．

念のため明渠を再チェックしてみます

① 明渠の深さは十分深いか？
② 明渠が排水口と確実につながってい

るか？
途中に水が溜まっていないか?

③ 排水口が明渠の底より十分深い位置
にあるか？

問題あり

はい いいえ

表面排水対策だけでは不十分なの

で，下方への排水を促進する必要
があります．

そのために，まず地下水位を確認

してみます．

④ 栽培期間中にも崩れがないか点検
して，補修を行いましょう．

① 逆勾配になりやすい場合は事前
に均平作業を行いましょう．

② 圃場の角が浅くならないように！
上図のように枕地との境に明渠を切
ることも効果的です． ③ 水稲の落水用の排水口では深さ

が不十分なので，明渠の底より深
い位置（ほ場面から30cm以上）
に排水口を掘り足しましょう

転換畑用の排水口

問題
なし

排水性がまだ十分に
は改善しない

Q５．地下水位をチェックして
みましょう．

収量性がまだ十分に改善しない場合は，排水性以外の問題がありそうです．

排水性が改善



Ⅰ．ほ場の排水性マニュアルの本体部分のフローチャート ⑤
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Q５．地下水位をチェックしてみましょう．
耕盤より深く，50～60cmくらいの穴を掘ったときに，1日で30mmくらい以上の雨のあと2～3日
経っても水位面が作土層近くに（地表下30～４０ｃmより浅い）上がったままになっていますか？

作土層の排水性が悪い圃場には2つのタイプがあり，優先すべき対策が異なる

地下排水性

① 地下水位が高くて，作土層の排
水性が悪い圃場

② 地下水位が低いにもかかわらず耕盤層の透水
性が悪いため，作土層の排水性が悪い圃場



地下排水性Ⅰ．ほ場の排水性マニュアルの本体部分のフローチャート ⑤
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Q８．耕盤破砕や深耕が可能か
のチェック．

Q５．地下水位をチェックしてみましょう．
耕盤より深く，50～60cmくらいの穴を掘ったときに，1日で30mmくらい以上の雨のあと2～3日
経っても水位面が作土層近くに（地表下30～４０ｃmより浅い）上がったままになっていますか？

いいえ

いいえ

耕盤層の透水性が悪いた
め作土層に滞水しやすく
なっているようです．

耕盤を破砕する対策、
または深耕が必要です．

耕盤層

滞水しやすく酸素不足で

青っぽくなった層Q６．排水路の水面と田面との高低差
が，麦作期間の平時（雨が止んで数
日後)に50～60cm以上ありますか？

地下水位が高すぎるようです．
地下水位を下げる対策が必要です．

はい排水路が浅い

相対的に地下水位を遠ざける
畦立て栽培

暗渠施工が困難な場合

暗渠施工の具体例

本暗渠の施工が望ましいです

はい①の場合 ②の場合



暗渠施工で地下水位を下げる

Ⅰ．ほ場の排水性マニュアルの本体部分のフローチャート ⑤
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いいえ

Q６．排水路の水面と田面との
高低差が，麦作期間の平時
（雨が止んで数日後)に50～
60cm以上ありますか？

相対的に地下水位を遠ざける
畦立て栽培

暗渠施工が困難な場合

ただし、暗渠施工は経費のかかる土木工事を伴うため、
個別の経営で実施することは、困難なことが多い。

個別の経営でも施工可能な暗渠施工の例

カットドレーンを用いた無材穿孔暗渠の施工

①縦長の土塊の切断
成形して持ち上げ①

③
③下方に別の土塊を

成形して 横に移動

②直下に空洞を成形

②

④暗渠を構築

④

上図・写真のように上部が未攪
乱の場所に渠孔(暗渠の穴)を掘
るので，崩れにくい穴ができま

す．

上写真のように排水路
側に集水枡を掘り，そ
の枡と排水路を接続し

ます．

はい

Q3の「作土層水位」の設問に

一度戻ってください

Q7．地下水位は 50～60cm
くらい以深まで下がりましたか？

いいえ

はい


